９７３－１０９１

090-7265-1601

090-4389-4439

090-4010-5650
090-7000-4481

ととととににににななななりりりり、、、、ここここれれれれにににに先先先先立立立立ちちちち

術術術術輸輸輸輸送送送送機機機機がががが配配配配備備備備さささされれれれるるるるここここ

衛衛衛衛隊隊隊隊入入入入間間間間基基基基地地地地ににににＣＣＣＣ‐‐‐‐２２２２戦戦戦戦

やややや技技技技術術術術協協協協力力力力のののの推推推推進進進進にににに寄寄寄寄与与与与

をををを情情情情報報報報発発発発信信信信しししし、、、、防防防防衛衛衛衛装装装装備備備備

やややや自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊のののの高高高高度度度度なななな技技技技術術術術力力力力

のののの信信信信頼頼頼頼とととと協協協協力力力力関関関関係係係係のののの強強強強化化化化

招招招招へへへへいいいいすすすするるるるここここととととでででで、、、、相相相相互互互互

謀謀謀謀長長長長ななななどどどど、、、、各各各各国国国国のののの高高高高官官官官をををを

援援援援助助助助隊隊隊隊法法法法ににににももももととととづづづづくくくく自自自自衛衛衛衛

ＰＰＰＰＫＫＫＫＯＯＯＯ協協協協力力力力法法法法やややや国国国国際際際際緊緊緊緊急急急急

９９９９９９９９００００年年年年代代代代後後後後半半半半はははは、、、、既既既既にににに

継継継継機機機機のののの検検検検討討討討がががが始始始始ままままっっっったたたた１１１１

たたたたがががが、、、、ＣＣＣＣ‐‐‐‐１１１１輸輸輸輸送送送送機機機機のののの後後後後

ななななるるるるこここことととともももも既既既既にににに報報報報じじじじまままましししし

量量量量やややや航航航航続続続続距距距距離離離離がががが４４４４倍倍倍倍ににににもももも

年
年年年以以以以降降降降、、、、航航航航空空空空自自自自

日
日日日 にににに 国国国国
すすすするるるるここここととととをををを目目目目指指指指すすすす」」」」ととととしししし

日
日日日 かかかか らららら

際際際際航航航航空空空空宇宇宇宇宙宙宙宙展展展展のののの一一一一環環環環ととととしししし

月
月月月
てててて入入入入間間間間基基基基地地地地ででででＣＣＣＣ‐‐‐‐２２２２輸輸輸輸送送送送

日
日日日ににににはははは、、、、ＣＣＣＣ‐‐‐‐２２２２輸輸輸輸送送送送機機機機

日
日日日のののの飛飛飛飛行行行行展展展展示示示示にににに備備備備ええええ、、、、

ここここととととはははは既既既既にににに報報報報じじじじままままししししたたたた。。。。
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開開開開催催催催ににににああああたたたたりりりり、、、、入入入入間間間間基基基基

輸輸輸輸ににににははははＣＣＣＣ‐‐‐‐１１１１３３３３００００ＨＨＨＨ輸輸輸輸送送送送

てててていいいいままままししししたたたた。。。。そそそそのののの際際際際のののの空空空空
機機機機がががが使使使使わわわわれれれれてててていいいいままままししししたたたたがががが

、
、、、ＦＦＦＦ‐‐‐‐４４４４戦戦戦戦

地地地地ににににははははＦＦＦＦ‐‐‐‐
闘闘闘闘機機機機ややややヘヘヘヘリリリリココココププププタタタターーーーななななどどどど

せせせせんんんんででででししししたたたた。。。。ゴゴゴゴラララランンンン高高高高原原原原

決決決決ししししてててて長長長長いいいい訳訳訳訳ででででははははあああありりりりまままま

と
ととと

空空空空機機機機がががが展展展展示示示示さささされれれれ、、、、実実実実際際際際にににに

ののののＰＰＰＰＫＫＫＫＯＯＯＯ輸輸輸輸送送送送業業業業務務務務でででではははは、、、、

航航航航続続続続距距距距離離離離はははは４４４４００００００００００００

搭搭搭搭乗乗乗乗ししししてててて体体体体験験験験飛飛飛飛行行行行もももも行行行行わわわわ

機
機機機程程程程度度度度のののの航航航航

ままままししししたたたた。。。。ここここのののの催催催催ししししににににつつつついいいい

れれれれるるるるととととももももししししてててていいいいまままますすすす。。。。航航航航

機
機機機種種種種以以以以上上上上

てててて航航航航空空空空自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊はははは、、、、 「「「「ここここのののの

ルルルルデデデディィィィブブブブ、、、、カカカカイイイイロロロロとととと寄寄寄寄港港港港

機機機機会会会会をををを通通通通じじじじ、、、、多多多多国国国国間間間間防防防防衛衛衛衛

しししし４４４４泊泊泊泊５５５５日日日日のののの航航航航程程程程をををを要要要要しししし

イイイイススススララララエエエエルルルルにににに到到到到着着着着すすすするるるるまままま

航航航航空空空空宇宇宇宇宙宙宙宙展展展展ににににもももも各各各各国国国国空空空空軍軍軍軍

てててていいいいままままししししたたたた。。。。大大大大量量量量のののの貨貨貨貨物物物物

ででででにににに那那那那覇覇覇覇、、、、ウウウウタタタタパパパパオオオオ、、、、モモモモ

幹幹幹幹部部部部をををを招招招招待待待待ししししてててておおおおりりりり、、、、ここここ

空空空空自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊はははは、、、、日日日日本本本本航航航航空空空空宇宇宇宇

れれれれららららはははは武武武武器器器器輸輸輸輸出出出出のののの宣宣宣宣伝伝伝伝のののの

てててて、、、、戦戦戦戦術術術術輸輸輸輸送送送送機機機機ととととししししてててて短短短短

アアアアニニニニアアアア地地地地域域域域ままままでででで飛飛飛飛行行行行でででできききき

巡巡巡巡航航航航速速速速度度度度ででででアアアアジジジジアアアア、、、、オオオオセセセセ

ををををジジジジェェェェッッッットトトト旅旅旅旅客客客客機機機機ななななみみみみのののの

をををを載載載載せせせせ、、、、民民民民間間間間のののの飛飛飛飛行行行行航航航航路路路路

ＣＣＣＣ‐‐‐‐２２２２戦戦戦戦術術術術輸輸輸輸送送送送機機機機ははははＣＣＣＣ

ｃ‐２輸送機は海外
展開が目的

場場場場ににににななななっっっってててていいいいまままますすすす。。。。

宙宙宙宙工工工工業業業業会会会会がががが主主主主催催催催すすすするるるる国国国国際際際際

２２２２機機機機がががが入入入入間間間間基基基基地地地地にににに着着着着陸陸陸陸しししし

隊隊隊隊のののの海海海海外外外外派派派派遣遣遣遣はははは常常常常態態態態化化化化しししし

てててていいいいまままますすすす。。。。

＜議員団の連絡先＞
973-2111(市役所456)
Mail jcp-sigi@

機機機機のののの飛飛飛飛行行行行展展展展示示示示がががが行行行行わわわわれれれれるるるる

平平平平成成成成

ＣＣＣＣ ‐‐‐‐２２２２ななななどどどど自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊機機機機をををを飛飛飛飛行行行行展展展展示示示示

入入入入間間間間基基基基地地地地 へへへへ軍軍軍軍事事事事参参参参謀謀謀謀招招招招 へへへへいいいい

む
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沢
滝
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井
新

子
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山

江
し
と
子
金

距距距距離離離離でででで離離離離発発発発着着着着ががががででででききききるるるる輸輸輸輸

１１．２０埼玉県民集会

らららられれれれままままししししたたたた。。。。

原付バイクに
４００㏄のエンジン
ＣＣＣＣ‐‐‐‐２２２２輸輸輸輸送送送送機機機機はははは、、、、ＣＣＣＣ‐‐‐‐１１１１
輸輸輸輸送送送送とととと比比比比べべべべ重重重重量量量量はははは３３３３倍倍倍倍にににに
ももももななななるるるるたたたためめめめ、、、、入入入入間間間間基基基基地地地地のののの
２２２２００００００００００００ｍｍｍｍ滑滑滑滑走走走走路路路路でででではははは離離離離
発発発発着着着着はははは無無無無理理理理ででででははははなななないいいいかかかかとととと
のののの見見見見方方方方ががががあああありりりりままままししししたたたた。。。。しししし
かかかかしししし、、、、機機機機体体体体にににに対対対対ししししてててて高高高高出出出出
力力力力ののののタタタターーーーボボボボフフフファァァァンンンンエエエエンンンンジジジジ
ンンンンをををを搭搭搭搭載載載載すすすするるるるここここととととでででで最最最最短短短短
離離離離陸陸陸陸距距距距離離離離はははは５５５５００００００００ｍｍｍｍでででで逆逆逆逆
推推推推力力力力装装装装置置置置にににによよよよりりりり短短短短距距距距離離離離着着着着
陸陸陸陸もももも可可可可能能能能ににににししししてててていいいいまままますすすす。。。。
原原原原付付付付ババババイイイイククククにににに４４４４００００００００㏄㏄㏄㏄のののの
エエエエンンンンジジジジンンンンをををを積積積積んんんんだだだだよよよよううううなななな
ももももののののととととののののたたたたととととええええももももあああありりりりまままま
すすすす。。。。基基基基地地地地周周周周辺辺辺辺五五五五市市市市ににににはははは１１１１
００００００００万万万万人人人人のののの住住住住民民民民がががが居居居居住住住住しししし
てててていいいいまままますすすす。。。。今今今今ででででもももも訓訓訓訓練練練練飛飛飛飛
行行行行のののの騒騒騒騒音音音音やややや航航航航空空空空機機機機事事事事故故故故のののの

めめめめらららられれれれてててていいいいまままますすすす。。。。

うううう運運運運動動動動をををを進進進進めめめめるるるるここここととととがががが求求求求

う！11．20埼玉県民集会実行委員会

月
月月月５５５５日日日日 （（（（水水水水））））、、、、６６６６日日日日

名
名名名のののの皆皆皆皆ささささんんんんがががが参参参参加加加加しししし

泉泉泉泉にににに宿宿宿宿泊泊泊泊、、、、２２２２日日日日目目目目はははは犬犬犬犬吠吠吠吠

ししししたたたた。。。。九九九九十十十十九九九九里里里里浜浜浜浜白白白白子子子子温温温温

ののののババババスススス旅旅旅旅行行行行にににに行行行行っっっっててててききききまままま

（（（（木木木木））））のののの日日日日程程程程でででで西西西西後後後後援援援援会会会会

てててていいいいるるるるよよよよううううででででししししたたたたがががが、、、、やややや

ははははトトトトンンンンネネネネルルルルばばばばかかかかりりりりをををを走走走走っっっっ

挨挨挨挨拶拶拶拶ががががあああありりりりままままししししたたたた。。。。都都都都内内内内

員員員員かかかからららら議議議議会会会会報報報報告告告告をををを兼兼兼兼ねねねねてててて

にににに向向向向かかかかいいいいままままししししたたたた。。。。金金金金子子子子議議議議

ししししすすすすぐぐぐぐにににに高高高高速速速速にににに乗乗乗乗りりりり房房房房総総総総

はははは

楽楽楽楽ししししいいいい２２２２日日日日間間間間をををを過過過過ごごごごししししまままま
ししししたたたた。。。。
事事事事 前前前前 のののの 予予予予 報報報報 でででで はははは 台台台台 風風風風
号号号号がががが接接接接近近近近しししし、、、、心心心心配配配配さささされれれれまままま
ししししたたたたがががが、、、、どどどどううううややややらららら台台台台風風風風もももも
予予予予想想想想進進進進路路路路かかかからららら外外外外れれれれてててて両両両両日日日日
ととととももももにににに天天天天気気気気にににに恵恵恵恵ままままれれれれまままましししし

《《《《記記記記事事事事・・・・中中中中里里里里ｔｔｔｔ》》》》

にににに思思思思ええええままままししししたたたた。。。。

ルルルルギギギギーーーーがががが注注注注入入入入ででででききききたたたたよよよようううう

市市市市議議議議選選選選にににに向向向向けけけけてててて心心心心ののののエエエエネネネネ

とととと会会会会話話話話もももも弾弾弾弾みみみみ、、、、来来来来年年年年ああああるるるる

旅旅旅旅館館館館ででででははははおおおおいいいいししししいいいい料料料料理理理理

真真真真をををを撮撮撮撮りりりりままままししししたたたた。。。。

近近近近のののの散散散散策策策策をををを楽楽楽楽ししししみみみみ記記記記念念念念写写写写

太太太太平平平平洋洋洋洋をををを一一一一望望望望、、、、そそそそししししてててて付付付付

事事事事のののの後後後後、、、、灯灯灯灯台台台台ににににののののぼぼぼぼっっっってててて

ししししたたたた。。。。犬犬犬犬吠吠吠吠埼埼埼埼灯灯灯灯台台台台でででではははは食食食食

のののの参参参参加加加加者者者者はははは目目目目をををを輝輝輝輝かかかかせせせせまままま

ががががてててて海海海海がががが見見見見ええええるるるるとととと山山山山っっっっ子子子子

埼埼埼埼灯灯灯灯台台台台ななななどどどどをををを見見見見学学学学。。。。今今今今回回回回

たたたた。。。。１１１１日日日日目目目目、、、、９９９９時時時時にににに出出出出発発発発

秋晴れ・
海の幸に舌つづみ

西後援会の親睦旅行

不不不不安安安安ににににささささららららさささされれれれてててていいいいまままますすすす 。。。。
海海海海外外外外派派派派兵兵兵兵ににににももももつつつつななななががががるるるるＣＣＣＣ

主催 安保法 制の 先取り 許す な！ 入
間基地 拡張ス トッ プ！緑 の森 を守 ろ

※
勢
※多くの方の参加をお待ちして
います。

安
決
新
○メインスピーカー
沖縄県選出
伊波洋一参議院議員

送送送送機機機機ととととししししてててて開開開開発発発発がががが進進進進めめめめれれれれ

安 保法 制 の 発動 許 す な ！
入間基地拡張スト ップ！
緑 の 森 を 守 ろ う！
‐‐‐‐２２２２配配配配備備備備はははは取取取取りりりりややややめめめめるるるるよよよよ
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発
行
日 本 共 産 党
飯 能 市 委 員 会

‐‐‐‐１１１１輸輸輸輸送送送送機機機機にににに比比比比べべべべ、、、、搭搭搭搭載載載載

小小小小 池池池池 ささささ んんんん （（（（日日日日 本本本本
共共共共 産産産産 党党党党 参参参参 議議議議 院院院院 議議議議
員員員員 ）））） のののの 国国国国 会会会会 でででで のののの
質質質質 問問問問 をををを 聴聴聴聴 いいいい てててて 、、、、
いいいい ろろろろ いいいい ろろろろ 考考考考 ええええ てててて
しししし まままま いいいい まままま しししし たたたた 。。。。
どどどどううううししししたたたたららららいいいいののののだだだだろろろろうううう
かかかかとととと考考考考ええええててててもももも、、、、連連連連れれれれ合合合合
いいいいににににはははは病病病病院院院院にににに行行行行くくくくののののをををを
止止止止めめめめるるるるししししかかかかなななないいいいででででししししょょょょ
ううううとととと言言言言わわわわれれれれそそそそううううでででで、、、、なななな
んんんんとととともももも居居居居心心心心地地地地がががが悪悪悪悪いいいいのののの
でででですすすす▼▼▼▼どどどどううううややややらららら安安安安倍倍倍倍政政政政
権権権権はははは医医医医療療療療費費費費をををを抑抑抑抑制制制制 （（（（病病病病
院院院院にににに行行行行かかかかせせせせななななくくくくすすすするるるる））））
ののののたたたためめめめにににに、、、、国国国国民民民民ととととのののの約約約約
束束束束をををを破破破破っっっってててて、、、、かかかかかかかかりりりりつつつつ
けけけけ以以以以外外外外をををを受受受受診診診診ししししたたたた場場場場合合合合、、、、
「「「「定定定定額額額額負負負負担担担担」」」」ととととししししてててて、、、、
３３３３割割割割をををを超超超超ええええるるるる自自自自己己己己負負負負担担担担
ををををささささせせせせよよよよううううととととししししてててていいいいるるるる
ららららししししいいいい▼▼▼▼そそそそれれれれだだだだけけけけでででではははは
くくくく高高高高額額額額療療療療養養養養費費費費のののの自自自自己己己己負負負負
担担担担額額額額限限限限度度度度額額額額をををを見見見見直直直直ししししてててて、、、、
歳
歳歳歳以以以以上上上上のののの高高高高齢齢齢齢者者者者がががが外外外外
来来来来受受受受診診診診ししししたたたた時時時時のののの限限限限度度度度額額額額
をををを月月月月額額額額１１１１万万万万２２２２千千千千かかかからららら一一一一
気気気気にににに５５５５万万万万８８８８千千千千円円円円にににに引引引引きききき
上上上上げげげげよよよよううううととととししししてててていいいいるるるるのののの
でででですすすす。。。。全全全全国国国国ががががんんんん患患患患者者者者団団団団
体体体体連連連連合合合合会会会会のののの天天天天野野野野慎慎慎慎介介介介理理理理
事事事事長長長長はははは 「「「「高高高高額額額額なななな薬薬薬薬をををを生生生生
涯涯涯涯飲飲飲飲みみみみ続続続続けけけけななななけけけけれれれればばばばなななな
ららららなななないいいい人人人人ももももいいいいるるるる。。。。『『『『カカカカ
ネネネネのののの切切切切れれれれ目目目目がががが命命命命のののの切切切切れれれれ
目目目目』』』』ににににななななりりりりかかかかねねねねなななないいいいとととと
言言言言っっっってててていいいいまままますすすす。。。。活活活活躍躍躍躍でででで
ききききなななないいいい高高高高齢齢齢齢者者者者にににに手手手手厚厚厚厚いいいい
医医医医療療療療ななななどどどど必必必必要要要要なななないいいいとととといいいい
ううううここここととととななななののののででででししししょょょょうううう。。。。
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交交交交流流流流のののの場場場場ととととししししてててて、、、、空空空空軍軍軍軍参参参参
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食食食食 のののの安安安安全全全全 、、、、消消消消費費費費者者者者被被被被害害害害をををを考考考考ええええるるるる

ののののままままままままににににししししてててておおおおくくくくとととと若若若若者者者者
はははは一一一一生生生生涯涯涯涯、、、、貧貧貧貧困困困困かかかからららら抜抜抜抜けけけけ
出出出出すすすすここここととととががががででででききききなななないいいい貧貧貧貧困困困困
大大大大国国国国ととととななななるるるるとととと警警警警告告告告ししししてててていいいい

ささささいいいいたたたたまままま生生生生活活活活協協協協同同同同組組組組合合合合、、、、

同同同同組組組組合合合合連連連連合合合合会会会会、、、、医医医医療療療療生生生生協協協協
たたたたらららら【【【【１１１１８８８８８８８８番番番番】】】】 （（（（イイイイヤヤヤヤ

くくくく解解解解説説説説。。。。おおおおかかかかししししいいいいとととと思思思思っっっっ

オオオオフフフフのののの方方方方法法法法をををを分分分分かかかかりりりりややややすすすす
無無無無くくくくすすすすここここととととがががが政政政政治治治治のののの責責責責任任任任

ししししててててワワワワーーーーキキキキンンンンググググププププアアアアーーーーをををを

ききききたたたた多多多多くくくくのののの若若若若者者者者のののの姿姿姿姿をををを通通通通

埼埼埼埼玉玉玉玉県県県県消消消消費費費費者者者者大大大大会会会会開開開開催催催催さささされれれれるるるる
まままますすすす。。。。藤藤藤藤田田田田ささささんんんんのののの話話話話はははは、、、、

『『『『 自自自自 らららら 考考考考 ええええ 行行行行 動動動動 すすすす るるるる 消消消消
ＪＪＪＪＡＡＡＡ埼埼埼埼玉玉玉玉県県県県女女女女性性性性組組組組織織織織連連連連合合合合

自自自自ららららのののの実実実実践践践践でででで向向向向きききき合合合合っっっってててて

回
回回回埼埼埼埼玉玉玉玉県県県県消消消消

費費費費者者者者ににににななななろろろろうううう』』』』ををををススススロロロローーーー
会会会会、、、、農農農農民民民民運運運運動動動動連連連連合合合合会会会会、、、、消消消消
次次次次にににに、、、、記記記記念念念念講講講講演演演演『『『『現現現現代代代代

ガガガガンンンンにににに、、、、第第第第
費費費費者者者者大大大大会会会会がががが、、、、ささささいいいいたたたたまままま市市市市
費費費費者者者者団団団団体体体体連連連連絡絡絡絡会会会会、、、、消消消消費費費費生生生生

才
才才才のののの藤藤藤藤田田田田ささささんんんんにににに

暗暗暗暗いいいい話話話話ををををユユユユーーーーモモモモアアアアをををを交交交交ええええ

ヤヤヤヤ泣泣泣泣きききき寝寝寝寝入入入入りりりり））））にににに連連連連絡絡絡絡をををを。。。。 ででででああああるるるるとととと告告告告発発発発ししししままままししししたたたた。。。。

文文文文化化化化セセセセンンンンタタタターーーーでででで開開開開催催催催さささされれれれ
てててて話話話話すすすす

をををを提提提提出出出出ししししてててていいいいまままますすすす。。。。今今今今年年年年

日日日日本本本本のののの貧貧貧貧困困困困・・・・貧貧貧貧困困困困世世世世代代代代とととと

多多多多くくくくのののの参参参参加加加加者者者者がががが感感感感心心心心ししししてててて

活活活活ココココンンンンササササルルルルタタタタンンンントトトトのののの会会会会、、、、
下下下下流流流流老老老老人人人人』』』』とととと題題題題ししししてててて、、、、ソソソソーーーー

はははは、、、、▽▽▽▽世世世世界界界界各各各各国国国国にににに 「「「「核核核核兵兵兵兵

ままままししししたたたた。。。。参参参参加加加加団団団団体体体体ににににはははは、、、、
県県県県内内内内のののの地地地地域域域域婦婦婦婦人人人人会会会会連連連連合合合合会会会会、、、、 春春春春日日日日部部部部・・・・久久久久喜喜喜喜・・・・志志志志木木木木・・・・白白白白

いいいいままままししししたたたた。。。。

飯能中央支部
議会報告会

「
新飯能 」発行 カ
ンパ のお願 い

新新新新 飯飯飯飯 能能能能 をををを ごごごご 購購購購 読読読読 いいいい たたたた

だだだだ きききき 、、、、 ああああ りりりり がががが とととと うううう ごごごご ざざざざ

いいいい まままま すすすす 。。。。 編編編編 集集集集 部部部部 でででで はははは 、、、、

紙紙紙紙 面面面面 のののの 充充充充 実実実実 にににに 務務務務 めめめめ てててて いいいい

まままま すすすす がががが 、、、、 身身身身 近近近近 なななな 記記記記 事事事事 やややや

いいいい 。。。。 合合合合 わわわわ せせせせ てててて 、、、、 発発発発 行行行行 ・・・・

写写写写 真真真真 なななな どどどど ごごごご 提提提提 供供供供 くくくく だだだだ ささささ

維維維維 持持持持 のののの たたたた めめめめ のののの 募募募募 金金金金 のののの ごごごご

協協協協 力力力力 をををを よよよよ ろろろろ しししし くくくく おおおお 願願願願 いいいい

いいいいたたたたししししまままますすすす。。。。

モモモモララララルルルルハハハハザザザザーーーードドドドななななどどどどななななかかかかっっっっ

てててていいいいるるるる自自自自治治治治体体体体もももも７７７７自自自自治治治治体体体体

才
才才才ままままでででで拡拡拡拡大大大大しししし

日日日日 本本本本 共共共共 産産産産 党党党党 飯飯飯飯 能能能能 中中中中 央央央央 支支支支

ああああるるるるこここことととと。。。。

たたたたこここことととと。。。。
かかかかけけけけるるるるこここことととと。。。。▽▽▽▽高高高高齢齢齢齢者者者者のののの

（（（（土土土土））））、、、、中中中中央央央央公公公公民民民民館館館館でででで議議議議

介介介介 護護護護 保保保保 険険険険 はははは 、、、、 保保保保 険険険険 料料料料 のののの

上上上上林林林林正正正正義義義義後後後後援援援援会会会会会会会会長長長長はははは、、、、 改改改改定定定定でででで１１１１億億億億５５５５千千千千万万万万円円円円のののの値値値値

会会会会報報報報告告告告会会会会をををを行行行行いいいいままままししししたたたた。。。。

部部部部 ・・・・ 同同同同 後後後後 援援援援 会会会会 はははは 、、、、 ８８８８ 日日日日
強強強強化化化化すすすするるるるこここことととと。。。。▽▽▽▽消消消消費費費費者者者者

消消消消費費費費者者者者被被被被害害害害をををを防防防防止止止止すすすするるるるたたたた

昨昨昨昨年年年年『『『『下下下下流流流流老老老老人人人人』』』』をををを出出出出版版版版

相相相相談談談談体体体体制制制制やややや消消消消費費費費者者者者団団団団体体体体のののの

めめめめ見見見見守守守守りりりりネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククをををを

最最最最 初初初初 にににに 、、、、 消消消消 費費費費 生生生生 活活活活 相相相相 談談談談

しししし、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者のののの貧貧貧貧困困困困のののの実実実実像像像像

ルルルルーーーーププププでででではははは、、、、学学学学校校校校給給給給食食食食にににに

にににに迫迫迫迫りりりり話話話話題題題題ととととななななりりりりままままししししたたたた。。。。 地地地地元元元元のののの大大大大豆豆豆豆をををを使使使使っっっってててて、、、、おおおお

上上上上げげげげををををししししままままししししたたたたがががが、、、、決決決決算算算算

員員員員のののの方方方方のののの寸寸寸寸劇劇劇劇でででで、、、、ひひひひととととりりりり

でででではははは繰繰繰繰越越越越金金金金がががが４４４４億億億億５５５５千千千千万万万万

暮暮暮暮ららららしししし高高高高齢齢齢齢者者者者ををををねねねねららららっっっったたたた

かかかかららららササササララララダダダダ・・・・豆豆豆豆腐腐腐腐づづづづくくくくりりりり
をををを小小小小学学学学校校校校ののののカカカカリリリリキキキキュュュュララララムムムム
にににに入入入入れれれれるるるるののののにににに２２２２年年年年前前前前かかかからららら

年
年年年度度度度かかかからららら一一一一部部部部２２２２割割割割

倍倍倍倍政政政政権権権権をををを批批批批判判判判しししし、、、、来来来来年年年年早早早早々々々々

続続続続いいいいてててて『『『『貧貧貧貧困困困困世世世世代代代代』』』』をををを出出出出

準準準準備備備備しししし学学学学校校校校とととと一一一一緒緒緒緒にににに取取取取りりりり

育育育育成成成成支支支支援援援援をををを強強強強化化化化すすすするるるるこここことととと。。。。 参参参参議議議議院院院院選選選選挙挙挙挙後後後後、、、、異異異異常常常常なななな安安安安

リリリリフフフフォォォォーーーームムムム詐詐詐詐欺欺欺欺のののの手手手手口口口口やややや

版版版版しししし、、、、今今今今のののの社社社社会会会会構構構構造造造造ををををそそそそ

組組組組んんんんででででいいいいるるるるとととと報報報報告告告告。。。。米米米米農農農農

▽▽▽▽埼埼埼埼玉玉玉玉県県県県のののの食食食食のののの安安安安全全全全にににに貢貢貢貢

解解解解決決決決ののののたたたためめめめののののククククーーーーリリリリンンンンググググ

どどどど 食食食食 べべべべ ごごごご ろろろろ にににに なななな るるるる とととと 夜夜夜夜

家家家家のののの方方方方かかかかららららはははは、、、、 「「「「米米米米農農農農家家家家

実実実実ををををははははかかかかるるるるこここことととと。。。。▽▽▽▽県県県県とととと

るるるる人人人人材材材材のののの確確確確保保保保とととと質質質質的的的的なななな充充充充

くくくくりりりりをををを。。。。▽▽▽▽介介介介護護護護ににににかかかかかかかかわわわわ

期期期期治治治治療療療療がががが行行行行わわわわれれれれるるるる環環環環境境境境づづづづ

▽▽▽▽認認認認知知知知症症症症のののの早早早早期期期期発発発発見見見見・・・・早早早早

ととととをををを報報報報告告告告ししししままままししししたたたた。。。。

異異異異常常常常ににににななななっっっっててててききききてててていいいいるるるるここここ

出出出出入入入入りりりりをををを禁禁禁禁止止止止すすすするるるるななななどどどど、、、、

ししししたたたたりりりり、、、、会会会会派派派派へへへへのののの市市市市民民民民のののの

扱扱扱扱いいいいととととももももととととれれれれるるるる柵柵柵柵をををを設設設設置置置置

間間間間、、、、議議議議会会会会がががが市市市市民民民民をををを不不不不審審審審者者者者

山山山山田田田田利利利利子子子子市市市市議議議議はははは、、、、ここここのののの

池池池池のののの補補補補修修修修」」」」 「「「「防防防防犯犯犯犯灯灯灯灯・・・・街街街街

助助助助のののの拡拡拡拡充充充充」」」」 「「「「中中中中山山山山・・・・三三三三角角角角

カカカカーーーードドドドのののの発発発発行行行行」」」」 「「「「就就就就学学学学援援援援

一一一一般般般般質質質質問問問問でででではははは 「「「「ヘヘヘヘルルルルププププ

たたたたももももののののとととと考考考考ええええまままますすすす。。。。

給給給給付付付付費費費費ののののののののびびびびがががが抑抑抑抑制制制制さささされれれれ

がががが廃廃廃廃止止止止さささされれれれたたたたたたたためめめめにににに保保保保険険険険

設設設設入入入入所所所所者者者者のののの負負負負担担担担軽軽軽軽減減減減措措措措置置置置

ししししてててて再再再再生生生生可可可可能能能能エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー

路路路路灯灯灯灯・・・・歩歩歩歩道道道道のののの改改改改善善善善」」」」ななななどどどど

をををを中中中中学学学学卒卒卒卒業業業業ままままでででで拡拡拡拡大大大大ししししまままま

でででで、、、、ここここどどどどもももも医医医医療療療療費費費費無無無無料料料料化化化化

さささされれれれままままししししたたたた。。。。

選選選選にににに向向向向けけけけたたたた要要要要望望望望ななななどどどどもももも出出出出

年
年年年度度度度のののの決決決決算算算算審審審審査査査査のののの中中中中
づづづづくくくくりりりりをををを推推推推進進進進すすすするるるるこここことととと。。。。

ししししたたたたがががが保保保保守守守守・・・・公公公公明明明明がががが大大大大騒騒騒騒

参参参参 加加加加 者者者者 かかかか らららら 来来来来 年年年年 のののの 市市市市 議議議議
ななななどどどど様様様様々々々々なななな分分分分野野野野のののの施施施施策策策策にににに

ぎぎぎぎししししたたたたココココンンンンビビビビニニニニ受受受受診診診診やややや、、、、

をををを報報報報告告告告ししししままままししししたたたた。。。。
県県県県のののの支支支支援援援援をををを求求求求めめめめままままししししたたたた。。。。

のののの 「「「「エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー自自自自給給給給圏圏圏圏」」」」

民民民民のののの認認認認知知知知度度度度をををを高高高高めめめめるるるるこここことととと。。。。

ににににももももななななりりりり、、、、そそそそのののの要要要要因因因因ととととしししし

広広広広 がががが っっっっ てててて いいいい まままま すすすす 。。。。 宮宮宮宮 沢沢沢沢

なななな 夜夜夜夜 なななな 食食食食 べべべべ 荒荒荒荒 らららら しししし てててて いいいい

はははは政政政政治治治治にににに振振振振りりりり回回回回さささされれれれててててきききき

のののの解解解解散散散散総総総総選選選選挙挙挙挙もももも想想想想定定定定ししししてててて

地地地地 区区区区 でででで もももも 今今今今 まままま でででで にににに なななな いいいい

まままま すすすす 。。。。 最最最最 近近近近 でででで はははは 日日日日 中中中中 もももも

たたたたがががが、、、、景景景景観観観観やややや生生生生態態態態系系系系をををを守守守守

献献献献ししししてててていいいいるるるる食食食食品品品品安安安安全全全全局局局局をををを

被被被被 害害害害 とととと 住住住住 民民民民 はははは 困困困困 惑惑惑惑 しししし てててて

出出出出 歩歩歩歩 くくくく 姿姿姿姿 をををを 見見見見 かかかか けけけけ るるるる たたたた

るるるる上上上上ででででもももも大大大大切切切切だだだだとととと自自自自分分分分でででで

負負負負担担担担ととととななななっっっったたたた利利利利用用用用者者者者やややや施施施施

下下下下 にににに 広広広広 がががが るるるる 宮宮宮宮 沢沢沢沢 地地地地 区区区区 はははは、、、、 めめめめ 、、、、 子子子子 どどどど もももも たたたた ちちちち なななな どどどど にににに

いいいい まままま すすすす 。。。。 宮宮宮宮 沢沢沢沢 湖湖湖湖 のののの 堤堤堤堤 防防防防

被被被被 害害害害 がががが 及及及及 ばばばば なななな いいいい かかかか 心心心心 配配配配

ももももここここだだだだわわわわっっっってててて入入入入りりりり組組組組んんんんでででで

てててて、、、、

稲稲稲稲 作作作作 をををを はははは じじじじ めめめめ 野野野野 菜菜菜菜 やややや 芋芋芋芋

がががが ささささ れれれれ てててて いいいい まままま すすすす 。。。。 市市市市 でででで

ききききたたたた。。。。農農農農業業業業にににに関関関関心心心心ををををももももつつつつ

皆皆皆皆ささささんんんんとととと力力力力をををを合合合合わわわわせせせせてててて頑頑頑頑

類類類類 なななな どどどど のののの 栽栽栽栽 培培培培 がががが おおおお ここここ なななな

はははは 箱箱箱箱 罠罠罠罠 やややや くくくく くくくく りりりり 罠罠罠罠 をををを 仕仕仕仕

若若若若者者者者がががが増増増増ええええてててていいいいるるるるののののでででで育育育育

張張張張りりりりまままますすすす。。。。とととと挨挨挨挨拶拶拶拶ししししまままましししし

わわわわ れれれれ てててて いいいい まままま すすすす 。。。。 稲稲稲稲 がががが 実実実実

掛掛掛掛 けけけけ 捕捕捕捕 獲獲獲獲 をををを 行行行行 っっっっ てててて いいいい まままま

成成成成ししししてててていいいいききききたたたたいいいい」」」」とととと報報報報告告告告

中中中中心心心心ににににししししたたたた一一一一層層層層のののの庁庁庁庁内内内内連連連連

をををを 結結結結 びびびび 収収収収 穫穫穫穫 をををを とととと 思思思思 っっっっ てててて

すすすす がががが 、、、、 まままま だだだだ ５５５５ 頭頭頭頭 しししし かかかか 捕捕捕捕

ががががあああありりりりままままししししたたたた。。。。

携携携携 をををを 強強強強 化化化化 すすすす るるるる ここここ とととと 。。。。 ▽▽▽▽

田田田田 にににに 出出出出 かかかか けけけけ たたたた とととと ここここ ろろろろ 、、、、

獲獲獲獲 ささささ れれれれ てててて いいいい まままま せせせせ んんんん 。。。。 農農農農

埼玉県に要請書提出

たたたた。。。。

イイイイ ノノノノ シシシシ シシシシ がががが 穂穂穂穂 をををを 食食食食 べべべべ 荒荒荒荒

産産産産 物物物物 やややや 住住住住 民民民民 がががが 被被被被 害害害害 にににに ああああ

大大大大会会会会実実実実行行行行委委委委員員員員会会会会ととととししししてててて

山間の集落にある黒指 細田地区。
家の軒先に並べられた季節の農作
物や手作り品など。山道歩きも楽
しいですよ。
問い合わせ先 市役所観光・エコ
ツーリズム推進課
「「「「食食食食品品品品ロロロロスススス」」」」にににに関関関関すすすするるるる県県県県

らららら しししし 今今今今 年年年年 のののの 収収収収 穫穫穫穫 はははは 断断断断 念念念念

わわわわ なななな いいいい 様様様様 にににに 早早早早 めめめめ のののの 施施施施 策策策策

ＪＪＪＪＡＡＡＡ埼埼埼埼玉玉玉玉中中中中央央央央のののの女女女女性性性性ググググ

器器器器禁禁禁禁止止止止条条条条約約約約」」」」締締締締結結結結をををを呼呼呼呼びびびび

シシシシャャャャルルルルワワワワーーーーカカカカーーーー、、、、ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ

新新新新日日日日本本本本婦婦婦婦人人人人のののの会会会会、、、、生生生生活活活活協協協協

宮宮宮宮沢沢沢沢地地地地区区区区ででででもももも
イイイイノノノノシシシシシシシシ大大大大暴暴暴暴れれれれ
今今今今 年年年年 はははは 、、、、 市市市市 内内内内 各各各各 所所所所 でででで
イイイイ ノノノノ シシシシ シシシシ なななな どどどど のののの 獣獣獣獣 害害害害 がががが

加加加加しししし運運運運営営営営ににににああああたたたたっっっっててててききききまままま 法法法法人人人人ほほほほっっっっととととププププララララスススス代代代代表表表表理理理理
地元の農産物を学校で
ししししたたたた。。。。来来来来賓賓賓賓ととととししししてててて上上上上田田田田知知知知 事事事事のののの藤藤藤藤田田田田孝孝孝孝典典典典ささささんんんんががががおおおお話話話話
子どもと一緒に調理

岡岡岡岡ののののくくくくららららししししのののの会会会会ななななどどどどがががが参参参参

会場 飯能市上直竹上分
（黒指・細田地域）
受付 上直竹上分自治会館
参加費 大人３００円
小学生以下１００円
(マップ・保険代含む）

ししししししししままままししししたたたた。。。。藤藤藤藤田田田田氏氏氏氏はははは、、、、

１１月２０日（日）
am9:00～pm３:00

とととと いいいい うううう 農農農農 家家家家 もももも いいいい まままま すすすす 。。。。

毎毎毎毎年年年年、、、、県県県県にににに対対対対ししししてててて要要要要望望望望書書書書

18

52

事事事事がががが挨挨挨挨拶拶拶拶ししししままままししししたたたた。。。。

お散歩マーケット

がががが求求求求めめめめらららられれれれてててていいいいまままますすすす。。。。

27

34

ささささ らららら にににに 柿柿柿柿 やややや 栗栗栗栗 、、、、 里里里里 芋芋芋芋 なななな
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